
足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ６ 教科国語

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

「読む力」は到達目標と比べるとまだまだであ
る。特に説明的文章を読み取る力が十分ではな
い。

全体では、読んだ内容をクイズ形式で質問した
り、フラッシュカードをつかったりして楽しみな
がら確かめていく。個々にはT.T.を活用し、注目
させたい語句や文章をヒントとして与えるなどし
て、思考の流れを整理する。また、接続詞や文末
表現などの文法的なきまりを丁寧に指導してい
く。

課題①

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

昨年度より延びてきているが「書く力」が不十分
である。

自分の考えを文章にする機会を多く設けるように
する。題材も子供がイメージしやすいもの、意見
を述べやすいものなどにする。

「言語についての知識・理解・技能」は、昨年度
から大きく伸びた。到達目標までもう少しであ
る。

ミニテストを繰り返して、自信を持たせながら反
復練習させる。漢字クイズや漢字カルタなど楽し
みながら学習できるように工夫する。

課題③

課題②

課題③

課題④

課題④

３ 教科全体として配慮すること

課題①

自分の考えをみんなの前で伝えられるようになっ
てきたが、その考えを効果的に伝える技術はもう
一息である。

話形やよりよい伝え方のモデルを示し、「なぜわ
かりやすいのか」「なぜ伝わるのか」考え、ポイ
ントを明確にする。

課題②

読書の習慣が以前よりも身に付いてきた児童が多
く、文章に対する抵抗感はなくなってきた。しか
し、内容を把握し切れていない部分もある。

物語文から朗読劇や紙芝居作りなどに発展させ、
楽しい活動の中で読み取っていこうとする意欲を
高める。

○「読むこと」はすべての学習の基礎となる。そのため、語句・語彙の指導の強化に努める。
○学習したことを生かしていく場を多く設定する。「話すこと」「聞くこと」の活動については、
人とのかかわりの中ではぐくまれることが多いので、相手意識や必要性を持たせるよう留意し、学
習活動全体を通して行っていく。
○「書くこと」「読むこと」について家庭との連携をとり、家庭学習として繰り返し復習させるこ
とにより定着を図る。



３ 教科全体として配慮すること

課題①

歴史に対する興味は強いが、自ら調べるような意
欲は低い児童が多い。

ビデオ教材や実物資料などから、「どうして？」
「知りたい！」という意欲を引き出していく。ま
た、調べ方を支援していく。

課題②

時事の問題に対して少しではあるが昨年度よりは
興味をもつようになってきた。

学習に関連したテレビや新聞の話題を児童にわか
りやすく紹介したり、資料を掲示したりする。

課題④

課題②

課題③

課題④

課題①

「観察・資料活用の技能、表現」の力が不十分で
ある。

資料の探し方、読み方、まとめ方のポイントをプ
リントにまとめて示したり、掲示したりして常に
意識できるようにする。

課題③

（２）日常の児童の実態より

「社会的事象についての知識理解」が十分に身に
付いているとは言えない。

歴史では年号を覚えやすい文にして暗唱させた
り、反復プリントを使って復習させたりすること
により定着を図る。

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ６ 教科 社会

○社会科の学習は各教科との関連が深い教科であるとともに異文化の理解など国際理解教育、人
権、福祉、環境、情報化などとの関連も考慮し、総合的な学習の時間との関連を図るようにする。
○よりよい調べ方、まとめ方を学んでいけるように他の領域や教科との関連を図る。



３ 教科全体として配慮すること

課題①

個人差が大きいので、T．T．体制や少人数授業を
取り入れて指導する。

少人数授業をより生かすように、T．T．間の連携
を図り、それぞれのコースでのねらいや教員の役
割をよりはっきりさせ、指導を充実するようにす
る。

課題②

グラフや割合などの知識が日常生活と結びついな
い児童が多い。

児童が思い浮かべやすい日常的な話題を題材にし
たりして、児童が実生活と結びつけやすいように
する。

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

（２）指導と評価の実態や日常の児童の実態より

「数量や図形についての表現処理」が到達目標ま
でもう一息である。

作業の量を増やし、こなす、繰り返す感覚を育て
る。課題が早く終わってしまう児童への発展課題
を用意する。また、家庭学習や北鹿タイムで既習
事項を繰り返し復習する。

「数量や図形についての知識理解」が大きく伸び
た。到達目標までもう少しである。

ノート指導を充実させ、わからなくなったら教科
書や自分のノートを振り返る習慣をつけるように
する。数量や図形についての基本的内容を掲示物
にして、いつも見られるようにしておく。

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

「数学的な考え方」は昨年度より力が付いてきた
が、到達目標にはまだまだである。

文章題に取り組む回数を増やしていく。また、身
近な話題や体験的な活動を取り入れて意欲を高
め、その中で「どうしてそうなるのか」「どうし
たらもとめられるのか」ということを数学的に考
えさせていく

課題①

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ６ 教科 算数

○個人差が大きい教科なので児童一人一人が意欲的に取り組めるように児童の進度にあったプリン
トなどを準備して学力向上を目指す。
○北鹿タイム、家庭学習を充実させる。



足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜小学校 学年 ６ 教科 理科

課題④

２ 授業改善策１ 課題

（１）各調査の分析結果より

「観察・資料活用の技能、表現」する力が不十分
である。

使用している理科ノートの使い方を詳しく説明
し、まとめ方のポイントを知らせていく。観察で
は、注目すべき点を明確に示すようすにする。

課題①

「自然現象についての知識・理解」が不十分であ
る。

既習事項については反復プリントで繰り返し学習
し身につけさせる。学習中の内容はポイントをま
とめて掲示する。

課題③

（２）日常の児童の実態より

課題②

課題①

課題③

３ 教科全体として配慮すること

教科書に書かれている実験や野外観察には興味関
心を示すが、児童一人一人が今までの学習を生か
して仮説を立てることは十分ではない。

児童一人一人が課題を選択して取り組む調べ学習
をもうけたり、実験をさせたりする。また、前学
年までの学習を振り返り、そこから仮説を考えさ
せるような声かけをしていく。

課題②

実験器具の使い方や重要用語についての理解が十
分ではない。

既習の内容を反復プリントで学習し基礎基本をよ
り確かなものにする。

課題④

総合的な学習の時間との連携を図り、子供たちの知識理解が具体的な体験を通して実感あるものに
なるようにし、主体的な探求活動を通すことで定着するようにする。



３ 教科全体として配慮すること

興味関心、技能に個人差が出てくるので、音楽で教える、人間関係や取り組む姿勢の部分を大切に
していく。読譜、リズム読み等基本的なことは全員ができるようにする

課題①

自分の演奏だけにとどまらず、より多くの本物に
ふれてほしい

鑑賞においては第一印象を大切にし、何を聴いた
のかを明らかにする。また、聴くポイントを明ら
かにし、聴き方を身につける。

課題②

音楽を通して、多くの友達とかかわりお互いに認
めあい、高まっていくような関係を育てたい。

グループ学習やクラス、学年の合奏を通して自分
の役割と責任を重んじ、聴く、合わせる能力を養
うとともに、人間関係を育てる場を設定する。

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

（２）日常の児童の実態より

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

音楽に対し興味関心がある児童が多く児童の、思
いや願いを実現していくようにしていきたい

選曲を工夫し、より関心を持って取り組むことの
できる曲を取り扱う

課題①

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜学校 学年 ６学年 教科音楽



３ 教科全体として配慮すること

自信を持って自分の表現ができる環境作りが第一である。また、他者のよさや違いを認める態度
と感覚を育てるために鑑賞の時間も単元ごとに設定したい。その二つの相乗効果で、自己実現へつ
なげていく。

課題にあった表し方を考え、自分らしさを意識しながら作品作りに取り組ませる。
また、友だちや美術作品の表現のよさや斬新さにふれ、自分の作品をよりよいものにしていく参

考とするために、資料を用意する。
装飾品や歴史に関するもの、美術鑑賞、自分の未来など、これからの生活を豊かにしたり生活に

密着した課題を多く取り入れ、豊か

課題①「準備・持ち物」の意識付け

子どもが授業に向かう姿勢や造形感覚を育む上
で、持ち物や材料を自分でそろえることが、関心
意欲を高めるために重要だが徹底できていない。

学級担任に、次の課題の持ち物を事前に伝えた
り、忘れ物をしている子を回覧板を通して記録し
て伝える。家庭にも働きかけてもらって、学級・
専科双方向から指導をおこなう。

課題②「かかわりを中心とした活動」の不足

グループや友だちとかかわりながら行う活動の経
験が乏しい。

自分の表現をよりよくするために友だちとアイデ
アの交換をしたり友だちの活動を見る。また、活
動の中で自然に教え合いや学び合いが生まれるよ
うにする。

課題④

課題②「つくりだす喜びを味わう」ことの評価

課題③「よさや美しさを感じ取る」ことの評価

課題④

課題③「やりぬく力」の育成

表現することが苦手な子や、自分の表現に自信の
ない子、反対にじっくり取り組むことができない
子に対して、それぞれにあった指導が必要であ
る。

一つひとつの課題を、必ず最後までやりぬくこと
を徹底する。また、「最後まで」ということを意
識させるために、作品に題名をつけさせる。

（２）日常の児童の実態より

満足した活動ができたかの判断は、主観的になり
やすいので、児童自身の自己評価が必要である。

振り返りカードで、自分の活動を見直し、自分の
作品や思いを説明する機会を持つ。計画表をつ
くったり、完成予想図を描いたりして毎時間やる
内容を意識しながら活動していく。

関心をもってみているかどうかの判断がしにくい
ため、評価が曖昧になる。

友だちの作品のよさ感じ、自分なりの表現という
ものについて考えさせる。身の回りや世界の芸術
にも興味を持つような鑑賞の時間をもうける。

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

児童の授業の活動観察における評価規準が明確で
ないため、特に感性や鑑賞に関する評価が難し
い。

活動ごとの評価規準を明確にする。特に活動中の
態度や、自分なりの工夫などは、アイデアスケッ
チや活動の様子を記録しておくことで感性面を評
価する資料として用いる。

課題①「想像力を働かせる」ことの評価

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜学校 学年 ６学年 教科 図画工作



足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜学校 学年 ６学年 教科 家庭科

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

制作学習では、ミシンの使い方や制作過程を図で
示しているが、仕上がりや仕上がるまでの時間の
差が激しい。

制作学習では実物標本や段階標本などを手にとっ
てみて考えることができるようにし、見通しを
もって取り組めるようにする。

課題①

（２）日常の児童の実態より

調理などの体験的な学習は興味・関心を示すが自
ら考え工夫して取り組むことが十分ではない。

全体の計画と、一人一人の役割が明確になるよう
なワークシートを用意し、児童が主体的に取り組
めるようにする。また、活動の工夫例を紹介し、
意欲を高める。

課題③

課題②

課題③

課題④

課題④

３ 教科全体として配慮すること

課題①

家庭で生活によく協力している児童とそうでない
児童の差が大きい。

調理の学習では家庭と連携し、実生活の中でも実
習して、今後の生活に生かしていけるようにす
る。また、長期休み中の課題として、家庭科学習
で学んだことを生活の中で生かせるようにする。

課題②

家族の一員として家庭生活をよりよくしようとする態度を身につけさせるために学習したことが家
庭で生かされるよう家庭との連携を図る。



３ 教科全体として配慮すること

課題①

めあてと実際の活動内容があっていないことがあ
る

課題とそれにあった活動を児童にわかりやすく示
し、活動内容を決定しやすくする

課題②

勝敗に対して正しい態度をとれないことがある オリエンテーションを充実させ、マナーについて
考えさせたり、勝敗だけでなくそこに至るまでの
過程を大切にさせたりしていく

課題④

課題②

課題③

課題④

課題③

（２）日常の児童の実態より

ボール運動のパス、ドリブル、シュートなど、
ゲームを楽しむための基本的技能がまだ身に付い
ていない。

技能ポイントについては資料や学習カードで知識
として伝えたり、模範で見せることで覚えさせた
りする。また、チームの時間を設けて互いに見
合って高めていく場を設定する。

２ 授業改善策１ 課題

（１）指導と評価の実態より

マット、跳び箱運動の技能の基本がまだ身に付い
ていない。

オリエンテーションや学習資料の充実をさせ、技
能ポイントとそれを身に付ける方法をしっかり理
解できるようにする。また、友達との学び合いを
取り入れ、励まし合ったり、教え合ったりしなが
ら、高めていくようにする。

課題①

足立区立北鹿浜小学校 学力向上に向けた授業改善計画

足立区立北鹿浜学校 学年 ６学年 教科 体育

○個に応じてすべての児童が運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにする。
○学び合いや教え合いを通して、児童の関わりが豊かなものになるように学習過程を工夫してい
く。
○日常的な運動の習慣につながっていくように配慮する。




